
＜17＞　2023年3月11日　土曜日 リビング熊本 住まいのリフォーム

リフォームで、安全・快適な暮らしを叶えませんか？

問合せ
☎096（288）0609
住／中央区本荘町678-1-1階　

　２月限定のキャンペーンが好評につ
き延長！　パナソニック「アラウーノ」の
タイプ１・２が特価に。タイプ２は14万
4900円。買った人からは“掃除がラク
になった”と、好評のアラウーノ。流すた
びに水流と泡で掃除をしてくれたり、汚
れがつきにくく水アカもはじく素材を
使用したりと魅力だらけ。
　希望者は床シート張り替え8500円、
クロス張り替え４万円で対応します。

熊本ホーム設備

出張・見積もり無料
お得なキャンペーン延長！

お得‼

R5.3.8～3.31まで

総額から

５％オフ！

成約時に「リビングを見た」で パナソニック
「アラウーノS160」

【タイプ１】 ※交換・処分費込

特価 16万6900円（税込）

TOTO「ピュアレストQR」
普通便座 　※イメージ

7万9800円（税込）

TOTO製袖リモコンタイプウォシュ
レットとのセットは10万4800円

※交換・処分費込

塗装費用が一番安い今、
塗り替えしませんか？
　値上がりラッシュで塗装費用も上昇傾
向…今、早く始めるほど安く、品質にもこ
だわれます！　地元熊本で30年・3000
棟以上の塗装実績を誇る専門店なら任せ
て安心。提案から工事中のマナー、アフタ
ーフォローまで満足度が高い会社です。

「比べてください！」
“安くて良い仕事”ができる理由

　自社に塗装職人を抱えていない場合、下
請け工事に発注となり、下請け先が多くな
るほど中間手数料も増えてしまいます。同
社は職人による専門店のため、高品質塗料
を使いながらも適正価格で塗装が可能。最
長10年保証やリフォームローン（最大
180回）など手厚い体制も評判です。
WAONポイントも貯まります。

HOMIES
Paint Renovation

【問合せ】HOMIES（ホーミーズ）

【西区・A様邸】納得の色選びができました！

Point

（ホーミーズ）

「熊本県 第一位」の塗装実績

検索←ホーミーズ 藤本塗装

住所／西区田崎1-5-113　
営業／9:00 ～17:00
　　　日曜休

10120・967・747
時間外は☎080（3416）7887＊藤本直通

劣化状態を正確に把握する
ためには、細部まで診断が
重要。専門知識をもつプロ
による現地調査で安心です

●住宅塗装のプロが
　徹底的に現地調査

見積も分かりやすい！

↑お得なチラシ
もチェック！

「外壁北面のコケが気になり問合せました。塗装や塗料のことをわ
かりやすく説明してもらい、納得の塗料で決められました。色選
びではとても悩みましたが、カラーシミュレーションや色見本で何
度もご提案をいただきました。仕上がりに大変満足しています」

＊写真は部長の藤本さん

●見えないところほど
　入念に下地処理
塗料の性能を引き出す重要
な行程。亀裂、ひび割れの
補修、鉄部の汚れやサビ落
とし…「塗料で隠れるから
こそとことんこだわります！」

●シーリングはすべて
　新しく打ち直し！
古いシーリング（目地材）の上
から増打ちすると早期に剥離
し雨漏りの原因に。同社では、
すべて打ち替えます
＊サッシ周り・扉周り除く

外壁塗装は、塗る前が一番重要！

「高品質施工のためのお客様との約束」

アステックペイント施工実績®
２0２２年秋季住宅部門ほか
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玄ハウジング来社して相談する時に
「リビングを見た」と伝えると

トートバッグプレゼント
※1家族に1つ　R5.3.8～3.31まで

せっかくなら、毎日が
楽しくなるリフォーム！
　限られた予算の中でも、施主さんの想い
に応えた丁寧な家づくりを行う「玄ハウジ
ング」が得意なのが、長年の夢を叶える「暮
らしリフォーム」。古くなった箇所を修繕
するだけでなく、より使いやすく、より楽し
い暮らしができるお手伝いをしてくれま
す。持ち前のデザイン力で、水回りのモザ
イクタイルのあしらいから、マンション大
規模リノベまで、どんな要望にも対応。費
用の相談にものってくれますよ。

「安心安全な暮らしを守る、
耐震リフォームもおまかせを」

　同社のもう一つの特徴が、住宅の“頑丈
さ”。熊本地震のときも「ほぼダメージが無
かった」と、施主さんから驚きの声が多か
ったそう。こだわりの技術をぜひ自宅に！

玄housing

【問合せ】

検索←玄housing

玄housing

“復元力”をもつ、唯一の制振装置
「ボウシン」

地震にも火災にも強い耐力面材
「ダイライト」

住所／中央区南熊本3-7-10　
営業／10:00 ～18:00、水曜休

「今までこんな空間を作ってきました」　※写真は施工事例
●夢を叶える、趣味に没頭する空間
　（ガレージ、サイクルポート、映画鑑賞室、音楽室、陶芸室…）
●自然素材に囲まれた、健康的でリラックスできる空間
●老後に向けて、安心な空間（手すりやスロープ）
●ほかとはちょっと違う、おしゃれな部分リフォーム
　（モザイクタイルの洗面や造作収納、外壁、小上がり畳など）

お得！

「壁」にひと工夫。自慢の耐震リフォーム

10120・44・39・88

※パンフレットの一部

同社が制振装置に採用して
いるのが、アバン設計の「ボ
ウシン」。柱や梁に設置し
するだけで、地震の揺れを
柔らかく吸収して衝撃を与
えないだけでなく、ゆがみ
を元に戻してくれます

壁面に使用すれば、
防・耐火性が上がる
だけでなく、強い横
揺れへの強度もアッ
プ。透湿性があるの
で湿気がこもらず結露が起きにくく、防腐性・
防蟻性にも優れています

リフォーム相談特典！

問合せ　※相談は完全予約制

10800（200）3276
営／10:00～18:00、水曜休
住／東区東町3-3-3

　大雨のあと、「ぬかるみで庭がベチャ
ベチャ」「水溜まりで車が停めづらい」…
そんな悩みを解決してくれる魔法のコ
ンクリート「ドライテック」。粒の大きい
砂利を使っているので水はけが良く、滑
りにくさもアップします。安心の自社施
工で、熊本県内での豊富な施工実績あ
り！　プロの技術で美しく施工。プラン
ナーがデザインも提案してくれます。

情報コチラ

だから選ばれる！
「ドライテック」の魅力

◦大雨でも水溜まりが出来にくい
◦表面が粗いので滑りにくい
◦庭の雑草対策にも効果的！
◦蓄熱性が低く、夏でも照り返しが少ない

毎週土日は無料相談会！
まずは気軽に問合せを

オレンジガーデン
ガーデン&エクステリア専門店

水を通すコンクリート
ドライテックの庭・駐車場

ドライテックと人工芝
を組み合わせたオシャ
レなデザインも。勾配
がとれないお庭も水が
たまりません

お庭のことなら何でも相談を

☎096（285）9061
受／ 10:00～17:00、無休
住／南区幸田 1-7-15、P 完備
※画像はイメージ

HP はこちらから

見
積
無
料
。
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フ
ィ
ス
で
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せ
も
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※掲載の実質価格は
「先進的窓リノベ事業」
を適用した場合

リクシル インプラス内窓 下表の補助金を適用で
きます　※すべて税込

①大窓（W1790×H1780）例／リビングルームの窓など

実質6万9600円 本体12万7600円＋工事費1万1000円
－補助6万9000円

②中窓（W1790×H1100）例／腰窓など

実質4万2900円 本体7万4800円＋工事費1万1000円
－補助4万2900円

③小窓（W800×H500）　例／トイレの窓など

実質2万2550円 本体3万4100円＋工事費1万1000円
－補助2万2550円

※補助率は、工事内容の1/2相当または各項目の上限金額です 
※合計補助額5万円以上から申請できます

省エネ改修 補助対象 補助額

高断熱窓
の設置

高性能の断熱窓
※一定基準を
満たすもの

工事内容に応じて定める額
（補助率1/2相当等）

上限200万円/戸

※経済産業省・環境省による支援「先進的窓リノベ事業」

補助金でトイレも
お得に交換！

TOTOトイレ
（ウォシュレット付）

9万6000円～
（税込・工事費別）

￥6,940 ￥5,270

￥1,670

今ある窓 今ある窓
+インプラス

※メーカー調べ。算出条件は想定家族4人、
2階建て住宅、居室の9窓にインプラス設置等

最大200万円の補助金！
「窓」から節約＆防犯

　国の支援「先進的窓リノベ事業」が使い
時です！　内窓工事なら、今ある窓に加え
るだけ。冬は暖房代、夏は冷房代の節約に
なり、家計も大助かり。しかも、二重の施錠
で防犯力もアップ、防音性も高まります。
　予算到達前の今なら半額近く補助金が
出るうえ、最短１日で工事が終わるのでか
なり気軽にお願いできます。大掛かりな施
工をしないので、分譲マンションもＯＫ。

リビングの窓1枚から対応！
補助金リフォームは「おうち工房」

　掲載例以外にもドア・キッチン・お風呂・
子育て改修等に適用できる補助金も多数。
補助金申請に強い同社なら、ニーズに合わ
せさまざまな提案が可能です。一定条件等
あるので、まずは問合せを。

（株）おうち工房

Point

冷暖房の効き目大幅UP！
年間光熱費をグンと削減
インプラス設置で
・月々、約1670円の節約
・10年で約20万円もおトク

愛犬家のためのフロアコーティング
20年耐久！ ペットが滑りにくい

・ペットの足腰の負
担軽減。おしっこも
サッと拭き取れる

※補助金対象ではあ
りません

・油性の落書きも消
えるから子育て世帯
にもオススメ！




